
目の見えない人たちに愛の光を 

病める人々に愛の血液・献腎・骨髄を 

〈連絡先〉   

・ 愛知県救急医療情報センター内・アイバンク窓口（献眼受付） 

 夏期は死後６時間、冬期は８時間以内 ＴＥＬ（０５２）２６２－１１００ 

・ 社会保険 中京病院（献腎受付）  ＴＥＬ（０５２）９６１－７１５１ 

・ 江南ＬＣ献眼・献腎・献血・骨髄移植  

 推進委員長 渡辺 俊也 ＴＥＬ（０５８７）５５－７４３０ 

・ 上記連絡がつかない場合  

 幹 事   小塚 善弘 ＴＥＬ（０５８７）５４－８５５０ 

１月行事予定 例会プログラム 

献眼・献腎・献血・骨髄移植のお願い 

江南ライオンズクラブ会報 

第８７２号 第１２４７回例会  

２０１１／１／７ 
誕生祝 

結婚祝 第４９回東洋・東南アジアフォーラム

例会出席状況報告 

１月２０日（水）第１２２４回例会 

       於：江南商工会議所 

《事務局よりお知らせ》 

 今年もよろしくお願い致します。 

平成２２年１１月１９日 

於：高雄 台湾 

本年もよろしくお願いいたします。 

 

１．開会のゴング 

２．国旗に敬礼 

３．国歌並びにライオンズ・ヒムの歌斉唱 

４．ライオンズの誓いと地区スローガンの唱和 

５．物故ライオンに黙祷 

６．会長挨拶 

７．会員慶祝 

８．お食事をどうぞ 

９．スピーチ 

L野田 泰義 

10．報告事項 

11．テールツイスターの発表 

12．出席状況報告 

13．また会う日まで 

14．ライオンズローア   

15．閉会のゴング  

 

３ ３ ４ － Ａ 地区ス ロ ー ガ ン  歴史に学び 明日に向かって 笑顔で We Serve！

ク ラ ブ ス ロ ー ガ ン  「有難う」奉仕で結ぶ 心の絆 

 第１２４５回 第１２４６回 

現在の正会員数 ９３名 ９３名 

終 身 会 員 数 ５名 ５名 

本日の出席者数 ５９名 ５名 

公務による欠席 １名 ０名 

海 外 出 張 ０名 ０名 

病   欠 ３名 ２名 

発   行 江南ライオンズクラブＰＲ委員会 

事 務 局 愛知県江南市古知野町小金１１２（江南商工会館内）

 ＴＥＬ（０５８７）５５－０９１７ ＦＡＸ（０５８７）５９－７２６１ 

会   長 菅原 勝八 江南市飛高町夫見添 148 

 ＴＥＬ（０５８７）５５－２３２３ ＦＡＸ（０５８７）５５－３１４３ 

幹   事 小塚 善弘 江南市古知野町熱田 103 

 ＴＥＬ（０５８７）５４－８５５０ ＦＡＸ（０５８７）５６－３８９５ 

ＰＲ委員長 市川 信行 江南市天王町五反林３７ 

 ＴＥＬ（０５８７）５６－４６８８ ＦＡＸ（０５８７）５６－４３１４ 

会報編集者 岡﨑 正剛 一宮市栄 3-8-19 

 ＴＥＬ（０５８６）２８－５４７７ ＦＡＸ（０５８６）２８－５４７８ 

ｗｅｂ ： http://konanーｌｉｏｎｓ.ｊｐ/  

Ｅ-mail ： info@konan-lions.jp 

ライオンズクラブ国際協会 

３ ３ ４ － Ａ 地 区 ６ Ｒ １ Ｚ 

Ｌ松井 義晴 １日 Ｌ河井  隆 １１日 

Ｌ伊神  護 ２日 Ｌ南條 忠義 １４日 

Ｌ山田 和徳 ２日 Ｌ波多野正勝 １６日 

Ｌ金田 久光 ２日 Ｌ洞地 政秀 １６日 

Ｌ宮川 茂樹 ３日 Ｌ河井 利雄 １９日 

Ｌ古池 勝英 ５日 Ｌ武馬 宏祐 １９日 

Ｌ後藤 鎭全 ６日 Ｌ中川 幸源 ２３日 

Ｌ丹羽 愛禮 ８日 Ｌ船戸 和昭 ２５日 

Ｌ加藤 幸男 ２８日 

Ｌ古池 勝英  ５日 Ｌ山田 武仁 ２３日 

Ｌ大竹 康平 １５日 Ｌ後藤 鎭全 ２３日 

Ｌ倉知 義治 １５日  

算賀年寿のお祝い 

【卒寿】９０歳  

  Ｌ大塚  武 大正１１年１２月２７日 

【傘寿】８０歳  

Ｌ伊藤 義弘 昭和 ７年 ９月２７日 

【喜寿】７７歳  

Ｌ酒井 幹治 昭和１０年 ８月３１日 

Ｌ瀬川  茂 昭和１０年１０月１４日 

【還暦】６０歳  

Ｌ和田 政明 昭和２６年１０月 ４日 

Ｌ丹羽 義置 昭和２６年１１月２４日 

Ｌ小塚 善弘 昭和２７年 ２月２３日 



 

 

      ＭＥＲＬについて 6R 地区 MERL 委員 Ｌ永田 紘一 

           今年度私が地区ＭＥＲＬ委員をさせて戴いております。ＭＥＲＬとは、

Ｍ・・・メンバーズシップのＭで会員。 

Ｅ・・・エクステンションのＥで新クラブ結成。 

Ｒ・・・リテンションのＲで会員維持ようするに退会防止。 

Ｌ・・・リーダーシップのＬで指導力育成を意味しております。 

このＭＥＲＬ委員会は今年から新設され、これまでに３回程開催されま

したが、その内容は、会員数の現状報告と如何にして退会防止をしたら良いか等のテーマで色々な

議論され、意見が出されました。その意見の中で会員増強するには、その時の会長が本腰を入れて

取り組むかで会員増強が出来ると云う意見が多数ありました。 

ここで、１０月現在の３３４―Ａ地区の会員状況は、９Ｒ－２０Ｚあり１２２クラブ、会員数は５４６８名です。

その内訳は１Ｒが２Ｚで１３クラブ５６５名の会員で１８の増員、２Ｒが３Ｚで１６クラブ７２４名の会員で３名の減

員、３Ｒが２Ｚで１４クラブ５６８名の会員で１５名の増員、４Ｒが３Ｚで１８クラブ７８８名の会員で４０名の増員、

３Ｚで岡崎クエストクラブが２１名で結成されております。５Ｒが２Ｚで１２クラブ６１２名の会員で４７名の増

員、１Ｚで知多サザンシニアクラブが２４名で結成されております。６Ｒが２Ｚで１３クラブ６６４名の会員で４名

の増員、７Ｒが２Ｚで１１クラブ４１１名の会員で５名の増員、８Ｒが２Ｚで１５クラブ８０４名の会員で６名の増員、

９Ｒが２Ｚで１０クラブ３３２名の会員で増減はありません。以上の結果をみますと、前期より１３８名の増

員ですが、その中で２クラブの新規結成があり、４５名が入っております。会員数が減ったクラブでも１

名～３名程度ですが、一番会員が増えたクラブは岡崎南クラブで１１名増員されまして現在１０６名の会員

です。この結果は会長が会員増強を基本方針に取り入れ日夜奔走された結果だと聞いております。

結果的に会員増のクラブは６１クラブで、会員減のクラブは２９クラブ、会員の増減無しのクラブは３２クラ

ブとなっております。１クラブ平均人数は 44.8 人です。上記をみますと会員数が減った訳ではあり

ませんが、これは前期比でありましてここ数年ではかなり減少しております。全国では６８０名程度

退会されましたが、その内７８名の方がご逝去されております。 

去る１０月２５日にナゴヤキャスルプラザに於いてＭＥＲＬセミナーが開催されました。３３４―Ａ地区１２２クラブ

の会長、幹事及びＭＥＲＬ委員長等の２２０名と地区役員の３８名が出席され、当クラブからも出席をして

頂きました。そのセミナーの方法ですが、「ワークショップ」と云う方法がとられました。「ワークショップ」

とは、１テーブル６～７名程度に分かれ（この前のセミナーは３０テーブル）各テーブルに与えられたテーマ

を決められた時間内に議論し、その結果をそのテーブル１人が、目標は・何時・誰が・どうやってや

るかと云うことを発表する方法です。以下６項目のテーマで議論され発表されました。 

①「楽しく魅力あるクラブとは」・・・回答１．形どおりの例会をなくす。２．他クラブとの合同

例会（女性クラブ等）３．若い会員を前面に出し盛り上げる例会づくり。４．人を批判しない。 

②「若い会員を増やすには」・・・回答１．各会青年部からの勧誘。２．ＪＣからの勧誘（ﾛｰﾀﾘｰに

負けている）３．ＭＥＲＬ委員長を若い人にお願いする。３．会費を安くする。③「女性会員を増

やすには」・・・回答１．女性の参加しやすい時間の例会。２．家族会員として入会してもらう。３．

会費を安くする。④「会員勧誘のコツやアイディア」・・・回答１．人を批判しない。２．会費の分割

納入３．グループを作り、各グループが責任を持って勧誘する。⑤「退会防止をどのようにすれば

よいか」・・・回答１．人を批判しない。２．親睦の機会 

を増やす。３．新会員には出来るだけ早く役を与え、やり 

がいを感じさせる。４．人間関係とリーダーシップが必要。 

⑥「家族会員を増やすには」・・・回答１．メンバーにアピ 

ールする。２．家族会員の規定の変更。３．ネスに入会し 

てもらう。４．キャビネットでマニアルを作成し、各クラブ 

に配布する。以上のように、沢山の意見が出されましたが、 

各テーマの意見をどの様にして実行し、結果を出すのか 

一番難しい所です。やはり会員増強に関しましては、全 

会員が会員増強の意識を持たないと、大きな結果は得られ 

ないと考えます。 

薬物乱用防止教室 

第１２４５回例会  
平成２２年１２月１日

於：江南商工会議所 

例会ローア 

 

第 1245 回 

例会ローア 

 

６Ｒ  

MERL 委員 

Ｌ永田 紘一 

 

例会ローア 

 

第１２４６回例会  
平成２２年１２月１８日 

於：名鉄犬山ホテル 

 

テールツイスター・テーマ 

Ｌ高田 真宏  Ｌ矢島 丈吉 

平成２２年１１月２６日 

於：江南市立西部中学校 

地区名誉顧問 Ｌ大脇正太郎の乾杯ではじまりました。 

楽しいクリスマス例会でみんな輪になって、また会う日までの斉唱 

アトラクション 和太鼓(塵輝) 

すごい迫力でみなさん感動です。

第1246 回 

例会ローア 
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献眼・献腎・献血・骨髄移植のお願い 

江南ライオンズクラブ会報 

第８７２号 第１２４７回例会  

２０１１／１／７ 
誕生祝 

結婚祝 第４９回東洋・東南アジアフォーラム

例会出席状況報告 

１月２０日（水）第１２２４回例会 

       於：江南商工会議所 

《事務局よりお知らせ》 

 今年もよろしくお願い致します。 

平成２２年１１月１９日 

於：高雄 台湾 

本年もよろしくお願いいたします。 

 

１．開会のゴング 

２．国旗に敬礼 

３．国歌並びにライオンズ・ヒムの歌斉唱 

４．ライオンズの誓いと地区スローガンの唱和 

５．物故ライオンに黙祷 

６．会長挨拶 

７．会員慶祝 

８．お食事をどうぞ 

９．スピーチ 

L野田 泰義 

10．報告事項 

11．テールツイスターの発表 

12．出席状況報告 

13．また会う日まで 

14．ライオンズローア   

15．閉会のゴング  

 

３ ３ ４ － Ａ 地区ス ロ ー ガ ン  歴史に学び 明日に向かって 笑顔で We Serve！

ク ラ ブ ス ロ ー ガ ン  「有難う」奉仕で結ぶ 心の絆 

 第１２４５回 第１２４６回 

現在の正会員数 ９３名 ９３名 

終 身 会 員 数 ５名 ５名 

本日の出席者数 ５９名 ５名 

公務による欠席 １名 ０名 

海 外 出 張 ０名 ０名 

病   欠 ３名 ２名 

発   行 江南ライオンズクラブＰＲ委員会 

事 務 局 愛知県江南市古知野町小金１１２（江南商工会館内）

 ＴＥＬ（０５８７）５５－０９１７ ＦＡＸ（０５８７）５９－７２６１ 

会   長 菅原 勝八 江南市飛高町夫見添 148 

 ＴＥＬ（０５８７）５５－２３２３ ＦＡＸ（０５８７）５５－３１４３ 

幹   事 小塚 善弘 江南市古知野町熱田 103 

 ＴＥＬ（０５８７）５４－８５５０ ＦＡＸ（０５８７）５６－３８９５ 

ＰＲ委員長 市川 信行 江南市天王町五反林３７ 

 ＴＥＬ（０５８７）５６－４６８８ ＦＡＸ（０５８７）５６－４３１４ 

会報編集者 岡﨑 正剛 一宮市栄 3-8-19 

 ＴＥＬ（０５８６）２８－５４７７ ＦＡＸ（０５８６）２８－５４７８ 

ｗｅｂ ： http://konanーｌｉｏｎｓ.ｊｐ/  

Ｅ-mail ： info@konan-lions.jp 

ライオンズクラブ国際協会 

３ ３ ４ － Ａ 地 区 ６ Ｒ １ Ｚ 

Ｌ松井 義晴 １日 Ｌ河井  隆 １１日 

Ｌ伊神  護 ２日 Ｌ南條 忠義 １４日 

Ｌ山田 和徳 ２日 Ｌ波多野正勝 １６日 

Ｌ金田 久光 ２日 Ｌ洞地 政秀 １６日 

Ｌ宮川 茂樹 ３日 Ｌ河井 利雄 １９日 

Ｌ古池 勝英 ５日 Ｌ武馬 宏祐 １９日 

Ｌ後藤 鎭全 ６日 Ｌ中川 幸源 ２３日 

Ｌ丹羽 愛禮 ８日 Ｌ船戸 和昭 ２５日 

Ｌ加藤 幸男 ２８日 

Ｌ古池 勝英  ５日 Ｌ山田 武仁 ２３日 

Ｌ大竹 康平 １５日 Ｌ後藤 鎭全 ２３日 

Ｌ倉知 義治 １５日  

算賀年寿のお祝い 

【卒寿】９０歳  

  Ｌ大塚  武 大正１１年１２月２７日 

【傘寿】８０歳  

Ｌ伊藤 義弘 昭和 ７年 ９月２７日 

【喜寿】７７歳  

Ｌ酒井 幹治 昭和１０年 ８月３１日 

Ｌ瀬川  茂 昭和１０年１０月１４日 

【還暦】６０歳  

Ｌ和田 政明 昭和２６年１０月 ４日 

Ｌ丹羽 義置 昭和２６年１１月２４日 

Ｌ小塚 善弘 昭和２７年 ２月２３日 


